
 

 

 

 

 

 

 

 

★ 会長の時間 浜田浩誠会長 

            先週は、電子レンジのお話しを致しましたので今日は、それに絡んで電磁波 

            のお話を致します。 

             実は、これから話す事は、私がこのクラブに入会して直ぐに卓話で話した 

            内容です。既に 10年も前の話をするのですが電磁波に関しては、日本の規制 

            が未だなく、世界に比べ日本がどれほど電磁波の影響についての知識が遅れ 

            ているか話したいと思います。（暮らしの手帳） 

 電磁波と言って一番最初に頭に浮かぶのは私の場合、今のＩＨです。 

IHコンロ（正確には Induction(インダクション) Herting(ヒーティング) 電磁誘導加熱） 

仕組みは？ 

IH ヒーターの仕組みはややこしい、ガラスのトッププレートの下には、ドーナッツ状の磁気コイルがあ

って、電気を流すと磁力線が発生する。その磁力線はトッププレートを通して、なべの底に「うず電流」

を発生させる。この電流が熱を発生させる。電気が流れるといっても、ほとんど熱になるから、触っても

感電しない。鉄やステンレスは、金属の中では電気抵抗が大きく、電気を通しにくい性質があります。 

こういう金属に電気を流すと、発熱しやすい。逆に、アルミや銅のように、電気抵抗の小さい金属は、熱

が発生しにくい。だから従来型の IHヒーターでは、アルミや銅をはさんだ多層鍋は、アルミや銅の影響

で加熱出来ませんでした。オールメタル IHは、従来 IHよりよりも、磁気を強力に発生させて、発熱でき

るようにしている。この磁力を強力にした為に「鍋が動く」という問題が出てきました。 

 なぜ鍋が動くのか？というと磁力線とうず電流が交差するとなべ底を持ち上げる力が発生するのです。

そのためメーカーは「あっせん鍋」の使用を薦めているのです。ある程度の重さが無いと鍋が動き温める

部分からはみ出してしまいほとんど温まらないという現象が起きます。推奨鍋でも「具」を「何ｇ以上入

れて下さい」とメーカーは言っています。 

IHのうたい文句。 

 お手入れ簡単  炎が出ないので安全  CO2が出ない（環境にやさしい） 安全機能が充実 

1.お手入れ簡単 正直、コンロ自体の表面は、これより掃除のしやすいものは多分無いでしょう 

ただし、魚焼きは一緒です。ガスより台所が汚れないというのは嘘。いまどきガスコンロから煤(すす)は

出ません。汚れの原因は燃焼煙ではなく食用油や食材の燃焼煙で汚れの総量はどちらも同じです。しか

し、ガスの場合、燃焼炎で上昇気流が発生し、汚れが上部のフードに捕獲される仕組みなのでフード周り
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や壁が特に汚れるのは確かです。IH ヒーターは上昇気流が発生しないので、汚れは四方八方に分散し家

全体が汚れる。さらには IHヒーターの台所には防炎たれ壁が基準上不要なので、汚れた煙はリビングへ

と流れる。徐々に汚れるので気が付かない。来客者は家の臭いに気がつくがお宅の臭いとは教えてくれ

ない。このことに気が付いたメーカーは IH専用の換気扇を薦めている。気密住宅に強力換気扇を付ける

と、家の中に負圧がかかり、防蟻剤まで吸引してしまう現象がおきる。 

2.炎が出ないので安全 ―これが IH調理器の売りになっています。 

 確かに『消防白書』（2002 年度）によれば台所コンロが原因の火災は 5962 件発生しています。ところ

がそのうち１３２件は電気調理器が原因です。白書では“電気コンロ”とひとくくりで発表されています

が、その大半は電磁調理器による火災なのです。 

だから、メーカーのいう「IHコンロなら火事の心配はありませんよ。」は完璧に誇大というより虚偽セー

ルスです。 

3.CO2が出ない 確かに家庭では、炭酸ガスの発生は、ほとんどありません。 

 しかし、火力発電所は、膨大な炭酸ガスを出してます。 

また、原子力発電は、炭酸ガスの発生が少なく、CO2 削減には欠かせない電力供給源です。あと 12 基設

置しなければならないと日本政府は言っています。（欧州諸国では環境負荷がありすぎると閉鎖の方向）。

日本の人口は減少しているというのに不思議だ。建設時と処分時に膨大な CO2 を発生し、冷却水により

海水温度を直接上昇させていることにはふれない。一生懸命、海というお風呂を 24時間沸かしっぱなし

です。ちなみに原発では、発熱量の６５％以上が温排水として海に捨てられます。火力発電は一度、天然

ガスを燃やし、お湯を沸かし、蒸気タービンを回して発電した電力を送電線で家庭まで送る。やはり６

０％以上の廃熱がエネルギーロス。湯沸しの例で比べて見ると電気はガスに比べて 2.65倍の CO2を排出。

ガス給湯器の場合の 2.9倍のエネルギーが必要です。 

炭酸ガスの減少は地球温暖化の防止が目的ですが、京都議定書は CO2 削減なので、海水温度上昇は問題

にしない。地球温暖化には、原子力発電は最悪であるが、停電は 1秒でもさせたらいけないと、最大使用

時間帯に合わせての原子力発電所増設である。そうすると電気は夜余ります。原子力発電は発電調整が

できないので夜 10時からの電気代を 1／3に安売りする。 

温水だけは貯金が出来るので、温水器だけ薦めれば良いものを、電力会社はオール電化を薦め、使えば使

うほど料金が安くなるシステムをとる。夜型の生活を推奨する「電化 deナイト」という料金形態もある。

日本から夜がなくなる勢いだ。 

どんどん電気を使うため、夏の昼の電力は原子力発電でも足らなくなりました。渡りに船が家庭の太陽

光発電です。太陽光の効率が上がるのは夏の日の昼である。一般人は売電（余った電気を電力会社に売

る）ができるという、広告に乗せられてしまう。売電の仕組みで環境に配慮した気分になり３００万円も

する太陽光発電を設置する。ソーラーパネルは生産時に家庭の５年分の電気代を使うのに・・・。 

 

4.最後に安全機能ですが これは、ガスコンロに付いているものと一緒なので改めて説明する必要は無

いでしょう。 

ただし、温度センサーなどは IHコンロの場合、ガラスの下にセンサーがあるため正確な温度が測れませ

ん。名古屋市、熱田消防署の実験例でわずか３０秒で空焚き温度は最大５８０℃！ ４００℃を超える

と油は自然発火する。空焚きの場合、さらに温度は急上昇。フライパンの底にはきれいなオレンジ色の赤

熱リングが現れ・・・１分後、最高温度８００℃！空焚き防止センサーがついているはずなのに、と思っ

ているとようやくセンサーが空焚きを検知。電源が切れ、２分かかってフライパンの温度が２００℃ま

で低下。発火温度の２倍という超高温になるまで働かない“安全センサー”とは・・・これを安全機能が



充実していると言ってよいものなのでしょうか？ 

 また、加熱中はガスのような熱気を感じないために、フライパンの高温に気付きにくい。「この時点で

油を注入された場合には、容易に発火する」「『取扱説明書』」には使用するフライパンについての明確な

制限は記載されていない」（熱田消防署） 

その後にも事故は多発し、内容は、省きますが、広島消防局が検証した IH火災実験、これは「消防科学

と情報」（2004年秋号、消防科学総合センター）の“電気火災”として取り上げられてもいます。 

表面上、IHコンロの問題は、いままで説明した事が主なことです。 

 

私は、一番重要な事は、電磁波では無いかと思います。 

しばらく前まで携帯電話の電磁波が問題になりましたがここ最近はほとんど耳にしなくなりました。い

まや一人１台はもっている携帯電話 無いと不便、みんなで使えば怖くない なのでしょうか？ 

「予防原則」という思想があります。 

「科学的に不確実性が大きい場合、そのリスクに対応するためには、危険性が十分に証明されていなく

ても、引き起こされる結果取り返しがつかなくなる前に、予防的な措置として対応する」こと。つまり

「疑わしきは、避けよ！」 

この予防原則はスウェーデン、ドイツで提案され 2000年、EU委員会で採択されました。以来 EU圏 25カ

国では電磁波被害に対して「予防原則」が貫徹されています。 

 つまりヨーロッパでは「疑わしきは規制する」電磁波対策が常識なのです。 

電磁波被害に対する「予防原則」採択は、さらに「環境ホルモン」「狂牛病」「温暖化」「オゾンホール」

などにも適用されようとしています。 

2005 年 6 月「静かなる時限爆弾」と呼ばれる発ガン性物質、アスベスト（石綿）による被害が再びクロ

ーズアップされ、アスベスト企業も政府もスマナカッタと認めました。 

アスベストの発ガン性については 1971年に WHOが警告しており、その危険性と使用中止をいくら訴え続

けても、政府や企業は「確証がないから」。まさに今の電磁波被害に対するのと同じ回答がなされていま

した。 

 05 年 8 月末の政府の発表では、アスベストの犠牲者は 600 人弱。でもそんな数で収まるわけが無く軽

く 10倍以上の死亡者がいると思われます。 

日本では、対応が遅れ、95 年に毒性の強い青石綿と茶石綿の使用を禁止。用途の広い白石綿は、なんと

04年の秋まで野放し状態。国の責任は重大です。 

WHO の警告から 33 年経ってやっと使用禁止、それから半年以上たって政府が非を認める。あまりにも時

間がかかりすぎです。 

 電磁波の害についても、現在さまざまな研究機関から決定的な確証が山ほど明らかにされています。

しかし国や企業は「確証は得られていない」の一点張りで、規制どころか見て見ぬふり。アスベストの害

を放置してきた構図と何ら変わりません。「取り返しがつかなくなる前に対応する」という「予防原則」

の思想が、日本にも求められています。数多くの犠牲者が出るのを待つといった、アスベストの悪夢をも

う二度と繰り返さないため、国や企業はあてに出来ないので、個人で自分や家族を守ってください。 

 

日本は実は“自然エネルギー列島”  

「日本にエネルギー資源がない」というのは完全に嘘です。たとえば・・・ 

▲太陽光発電：琵琶湖の面積大のソーラーパネルで、日本の総電力はまかなえるといわれています。 

▲風力発電：政府（資源エネルギー庁）も海岸沿いや洋上、山部の尾根などを利用して風力発電を行えば   



      「１００万キロワット、原発２５基分をまかなえる」と認めています。ちなみにドイツの洋 

      上風車の発電コストは 5.6円/ｋWh。日本の原発による発電コストは、核燃料処理費など含 

      まずに、９円/ｋWhといわれていますから、原発よりはるかに安全で」安い！ 

▲水力発電：アイスランドの水力発電コストは、わずか１円/ｋWh。なんと安上がりでしょう。 

▲地熱発電：イタリアでは３～５円/ｋWhで発電。火山国日本も地熱エネルギーの宝庫です。 

▲波力発電：ノルウェーでは、波力発電コストは、８円/ｋWhを達成。海洋国日本には最適です。１メー 

      トル幅で５４世帯分の発電が可能です。 

▲潮汐発電：潮の干満を利用した発電もあります。 

▲潮流発電：海峡の潮流で発電 

▲バイオマス発電：家畜し尿、木材チップ、生ごみなど自然廃棄物のリサイクルもすべて電気に変身！ 

 以外に話題にならないのは、水道管を利用した発電、水道を使うと発電するものですが確か、日本で

は、どこかの市がやっている筈です。 

 電気は無くては、ならないものです。ただ自然破壊しながらのエネルギーであれば必要ありません。こ

のような数々の自然エネルギーを活用し、自然界に無い電磁波や環境負荷の高すぎる原発は無くさなけ

ればなりません。バイオエタノールのように環境に良い物だけど作るのに森林を伐採し大豆畑を開拓し

たのでは、意味がありません。 

 東北電力も CMで言っています。使いすぎに注意しましょう。節電しましょう。と・・・ 

オール電化にするのは、間違いです！ 

 

余談ですがトヨタの高級ワゴン車、アルファードのハイブリットカーは、長い時間乗っていると体調が

悪くなるとの声が多く今回のモデルチェンジでハイブリットの設定はなくなったそうです。と１０年前

に言っておりますが現在私は、そのアルファードのハイブリットに乗っております。電磁波測定器で測

ってみたところ全く数字が出ませんでした。さすがトヨタです。 

 

◆◆◆   幹事報告  ◆◆◆ 

 

１ ガバナーエレクト事務所より    地区研修・協議会開催案内が届いています。 

    日 時 ５月１９日(日）11時 登録開始      昼食後 12時～16時 30分  

    場 所 聖和学園高等学校 薬師堂キャンパス 

    登録料 1人 6,000円   締切り 4月 23日 

    参加要請者 ・次期会長・幹事・五大奉仕委員長・会員増強・R広報委員会・R財団員会 

          ・米山記念奨学委員会・入会三年未満の会員 

２ ガバナー事務所より  

   ・世界よねやま大会「絆 inモンゴル」開催の案内が届いています。 

      日 時 7月 27日（土）13時受付開始 14時～21時式典と懇親会 

            28日（日）モンゴル大草原遊牧祭を体験 

      場 所 ウランバートル市  登録料 ロータリアン 15,000円  締切り 4月 30日 

   ・地区大会に関する連絡 



    RI会長代理歓迎晩餐会開会時間変更     変更後 18時 30分開会 

     駐車場確保のための交通アクセスアンケート  締切り 4月 10日 

 ３ 今年度地区大会において 高木久子会員が 

   「2018－19年度ポリオのない世界を目指す奉仕賞」を受賞することとなりました。 

   日本からは もうお一人 D2820地区下館 RC神山良子様が受賞 

   これに伴い 地区財団委員長 小野寺則雄パストガバナーよりお祝いのメッセージが 

   届いています。 

                  ◆◆◆   委員会報告  ◆◆◆ 

 

★ 鈴木秀樹社会奉仕委員長 

  来週は、盛川河川敷の桜並木と、4 つのテスト碑の清掃となっております。 

  ご協力お願い致します。 

 

◆◆◆   本日のプログラム  ◆◆◆ 

 

★ 広報・雑誌アワー ： 藤澤和也小委員長卓話 

             皆さま、お疲れ様でございます。 

             広報・雑誌小委員長の藤澤和也です。 

              3/14の第二例会後の夕方、菅野幹事の方からお電話を頂戴し、本日卓話 

             の機会を頂きました。 

             正直、電話が鳴った瞬間に、これは何かしらの依頼だなと察し、結果電話に 

             は出てはおりますが、一瞬出るか躊躇をしてしまった事実もございます。 

             菅野幹事、申し訳ございません。 

日頃の活動についてですが。 

当クラブにおいてはロータリーの広報活動として、市内の５か所に、ロータリー雑誌「ロータリーの友」

を配布しております。 

具体的な配布場所としましては、大船渡市役所 ・大船渡市立図書館 ・県合同庁舎 ・県立大船渡高

校 ・県立東高校となっています。配布のタイミングは、基本例会終了後、即日行うよう努めております。 

とある時、配布スケジュールの繰り延べを繰り返してしまった月がございました。 

配布完了まで車の助手席に相棒のように存在している為、スケジュールに非常に焦り、ついには車に乗

るたび憂鬱な気分に陥った経験もありました。よってそれ以降は、即実行を心掛けております。 

 

今回の卓話に際し、どのような内容をお伝えしようか悩みました。 

色々検索してみましたところ”My ROTARY”という WEB ページを発見。 

この中に広報についての内容がありましたので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、本内容

を紹介させて頂きます。 

 

以下、別紙による 
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以上が My ROTARY、ロータリー・ブランドリソースセンターの部分を抜粋した内容となります。 

 

当クラブでも様々な活動を行っておりますし。 

今後の広報活動としても地元メディアは当然の事、SNS を使用しての発信など、色々な方法もございま

すが。このロータリー・ブランドリソースセンター内の資料を活用すると効率的で効果的かなと率直に

感じた次第でございました。 

まずは My ROTARY にご登録いただきご閲覧頂けますと幸いでございます。 

 

以上、つたない話で大変恐れ入りますが、私の卓話とさせて頂きます。 

ご清聴ありがとうございました。 


